
第5回フォトフォーラム 2011.10.1

「人間を、撮る」「人間を、撮る」
　　　　　　主催：公益社団法人 日本写真家協会、朝日新聞出版　後援：文化庁

　協会は写真力をテーマに様々の内容でフォトフォーラムを開いており５回目を迎えます。今回は人間をテーマに撮り
続けている写真家が集まり、なぜ人間を撮るか、その意義目的について語って頂きました。写真家が日ごろ口にしない
心の深層やエネルギーの源の一端が示されるなど、とても有意義なフォーラムとなりました。

　大学卒業を控え、与えられたテーマではなく自分とし
て何が撮りたいのかを考えたとき、中学から高校にかけ
てお手伝いで訪問した盲老人の施設が頭に浮かびまし
た。目が不自由なお年寄りたちがどう生きているか、日々
の暮らしを伝えたい、そんな想いから通い始めました。
　あるとき一人のおばあさんから「私は撮らんといて」
と言われたことがあります。すっかり仲良くなったつも
りでいたのですが、生活の場を撮られなくないというお
ばあさんの気持ちを思い知らされて、カメラを向けられ
なくなってしまいました。もう撮るのをやめるか、悩ん
だ末、そのおばあさんに積極的に話しかけ、気持ちを通
わせることで撮影を再開できました。このときの写真は
「都わすれ」という写真集にまとめましたが、こうした

体験が人を撮る自分の原点に
なっています。
　その後、米国で小人症の人々
などをテーマに撮影を続けて
きましたが、人間を撮ること
は本当に難しいと感じますし、
少しの間でも人を撮らないで
いると、次に人にカメラを向
けるのがものすごく怖くなり
ます。自分との戦いでもあり
ます。それでも人間ほど面白い被写体はありません。こ
れからも自分を信じて撮り続けていきたいと思ってい
ます。

榎並悦子　Etsuko Enami　　「撮ること以上に大切な、寄り添う時間」

【えなみ・えつこ】　京都市生まれ。学生の頃より写真家・岩宮武二、高田誠三両氏に師事。大学卒業後、岩宮武二写真事務所を経てフリーに。国内外を問わず
旅することが大好きで、「一期一会」の出会いを大切に、人物や自然、風習、高齢化問題など幅広いフィールドをしなやかな視線でとらえ続けている。盲老人ホ
ームの日常をとらえた「都わすれ」や東京の下町を撮った「裏から廻って三軒目」、富山県の民謡行事「越中おわら風の盆」、パリの街角をモノクロでとらえた「Paris-
刻の面影-」、「ランデブー」、高齢化率日本一の町を取材した「日本一の長寿郷」など。アメリカに暮らす小人症(しょうにんしょう)の人々を取材した写真集『Little 
People』で第37回講談社出版文化賞受賞。

写真を撮り始めたのは中学2年生のときです。人が人
を好きになるような写真を撮ってみたい、人々に希望を
与え優しさを喚起するような写真を撮ってみたい、そう
いう写真が撮れれば僕のように病弱を理由にいじめられ
て落ちこぼれてしまったような人間でもどこかに生きて
いく隙間があるのではないか。そんな一縷の望みを写真
に託して人間を撮り始めたのが14歳のときで、今もその
気持ちは変わりません。
　大学生のとき、バレーボールで遊んでいた少女たちに
声を掛けて写真を撮っていたことがありました。ボール
が誤って僕のほうに飛んできたときに、一人がごめんな
さいと駆け寄ってきたんです。僕に向けた彼女の瞳の奥
に優しい光を目撃したときに、世界を旅してさまざまな

人の優しい目の奥を撮ろう、
そうしたら人の心が優しくな
る写真が撮れるに違いない、
と天啓のように感じた瞬間が
ありました。中学2年で写真
を始めて47年。長い間続けて
これたおかげで、日本写真協
会から作家賞を頂くなど、僕
の写真にも人々にいくらかの
希望を与える力が備わってき
たかなとも感じています。こ
れからも社会が少しでも優しくなって欲しいという願い
を込めて、写真を撮り続けていくことになるでしょう。

ハービー・山口　Herbie-  Yamaguchi　　「人間を撮ることで希望を写したい」

【はーびー・やまぐち】 1950年東京生まれ。大学で経済専攻卒業後、1973年にロンドンに渡り、およそ10年間を過ごす。ロンドンでは、一時期劇団に入り
役者をしていたこともある。一方、折からのパンクムーブメントを実体験し、70年～80年代の生きたロンドンの姿を写真に記録し、高い評価を受けた。帰国
後もヨーロッパと日本を往復し、アーティストから市制の人々までを、気取りのない優しい表現のモノクローム作品に残している。その飾らぬ清楚な作品を好
むファンは多く、写真集や写真展の他にエッセイ執筆、ラジオのパーソナリティー、また、ギタリスト布袋寅泰氏には詩を提供するなど音楽番組などで活躍し、
写真家のジャンルを越え幅広い活動で人気を得ている。一貫したテーマは「人に希望を与える」ことである。2011年度、日本写真協会賞「作家賞」受賞。



Forum

「俗神」は農家の出である私自身の土俗的な体験を踏
まえて、祭りという「ハレ」の場所で人間を撮ったシリ
ーズです。俗なる人間の本音を撮ろうと、真正面から向
かい合って、酒を飲み交わし語り合いながら、お互いを
さらけだして撮っています。
　「砂を数える」は、高度経済成長期からバブル期に向
かう日本人を撮りたいと考えて、それぞれの関係が希薄
な都市の人々を群衆として捉えたシリーズです。その後
の「新・砂を数える」では、デジタル技術を駆使したフ
ェイク (加工 )を取り入れて、写真というものは本当の
ようだけれども嘘かもしれない、というメッセージも込
めています。
　およそ25年間に亘って唯一取り続けている人間が自
分自身です。毎日の写真を秒30コマでつないでいくと、
【つちだ・ひろみ】　1939年福井生まれ。福井大学卒業後、ポーラ化粧品本舗に入社。東京綜合写真専門学校研究科にて写真を学ぶ。71年からフリーランスとなり、
「自閉空間」で第8回太陽賞を受賞。以後、常に現在を見据え、写真の記録性とも対峙する多様なシリーズを発表している。写真集に『俗神』『砂を数える』『The 
Berlin Wall』など。2007年には、「日本」へアプローチした作品を軸とする企画展＜土田ヒロミのニッポン＞を東京都写真美術館で開催。

土田ヒロミ　Hiromi Tsuchida　「写真を撮る」と「人を撮る」は私にとって同意語でした。

　ニューヨーク近代美術館のエドワード・スタイケン氏
が企画した「ザ・ファミリー・オブ・マン」という500
点にものぼる人間の写真展を27歳で目にしたときに、一
枚一枚の写真に溢れるヒューマニズムに大きな感動を受
け、自分もいずれはヒューマンな写真を撮っていきたい
と強く感じました。
　タイム・ライフ誌との契約で海外に出るチャンスをも
らいフランスを訪れた際に、ブローニュの森でたまたま
出会い撮ったのが子どもたちでした。「ザ・ファミリー・
オブ・マン」を思い出し、世界中の子どもを撮って「ザ・
ファミリー・オブ・チルドレン」を作ろうと、若気の至
りで決めた大きなテーマがライフワークの始まりでした。
基本的な人間の営みは世界中みな同じです。その人び

とが一生のなかで演じるドラマやストーリーを追い求め

10年間かけて老いていく自分
がわずか2分に収まってしま
います。写真は長い時間の変
容を記録するにはあまり適切
な媒体ではありませんが、「エ
ージング」というシリーズで
それをやってみようと試みて
います。
　人間を撮ることは時代を撮
ることであり、それぞれの時
代をテーマにして作品を作ってきました。そして都市の
人間として生きていこうとする自分の有り様を、人を撮
ることに重ねてきたように感じます。

て、誕生からの生涯を世界を
かけめぐり撮り続けています。
　人間を撮っていると、とき
には文句を言われたり怒られ
たりもします。その瞬間はも
う撮るのをやめようとも思う
こともありますが、人々が織
り成す素晴らしい光景を目に
すると人間に魅力を感じカメ
ラを手にして撮り始めるとい
う繰り返しです。
　今日ご参加の皆さんも、人間を撮り、子どもを撮り、
素晴らしい人生を作りあげてもらいたいと思います。

【たぬま・たけよし】 1929年東京生まれ。東京写真工業専門学校卒業。サンニュースフォトスに入社。木村伊兵衛氏に師事。『芸術新潮』、『タイムライフ』嘱
託などを経て1972年からフリーランスとなる。世界の子どもたちをライフワークとして、これまでに120数ヵ国の人びとを撮影する。また、日本国内では武
蔵野や文士・芸術家の肖像を撮影するなど、幅広い分野で活躍している。主な著書として、『すばらしい子供たち』、『文士』、『東京の戦後』、『人間万歳』、『輝く
瞳 世界の子ども』、『60億の肖像』、『難民キャンプの子どもたち』、『武蔵野讃歌』、『真像残像 ぼくの写真人生』、『笑顔大好き 地球の子』など。
文化功労者。公益社団法人日本写真家協会会長。

田沼武能　Takeyoshi  Tanuma　　「人間  その素晴らしきドラマ」

　10月1日、公益社団法人日本写真家協会および朝日
新聞出版の共催と、文化庁の後援による、第５回フォト
フォーラムが東京有楽町の朝日ホールで開催されました。
長く続いた残暑の最後となるような秋晴れの日に、ハイ
アマチュア層を中心とする多くの写真愛好家の参加があ
りました。
今回は「人間を、撮る」をテーマに据え、人間をテー
マに撮り続けているハービー・山口、榎並悦子、土田ヒ
ロミ、田沼武能の４氏を招き、それぞれの講演と『アサ
ヒカメラ』編集長の早坂元興氏を司会進行役とするパネ
ルディスカッションが行われました。参加者503名。



すが、相手の人物にはどのようなアプローチを?
土田　浅草に限りませんが、私の撮り方はとても無鉄砲
で、面白いものがあったらとりあえず飛び込んでいくと
いうスタイルです。事前に撮影の許可を取っていたり相
手とのコミュニケーションが発生してしまうと、他者と
の関係のなかで起こっていくドラマティックな面白い
写真が撮れなくなってしまう、という非常に荒っぽい論
理で臨んでいます。
早坂　田沼先生は120数ヵ国で撮影した経験をお持ち
ですが、
130国
語を操
って子
どもさ
んを笑
わせる
のです
か?
田沼　
そんな
に語学に強かったら写真なんか撮ってませんよ (笑い )。
海外では基本は通訳を連れていって、状況をきちんと把
握して写真を撮るようにしています。許諾でいうとフラ
ンスやニューヨークは個人の撮影には許可をとらない
と撮影は非常に難しいですね。
早坂　講演ではそれぞれのテーマを紹介していただき
ましたが、テーマの発掘や、テーマを持続するモチベー
ションの維持には、どのように取り組んでいるのでしょ
うか。
山口　僕の場合は人間の希望を撮ろうというテーマを
中学2年で決めて、おそらくこれが一生続くだろうと
思っています。少しでもいい写真を撮って、ひいては社
会が少しでも優しく清い魂になる、というような願いを
込めて撮り続けるんだと思います。
榎並　若い頃は自分が一生をかけて撮るようなテーマ

パネリスト　────────────

　ハービー・山口
　榎並悦子
　土田ヒロミ
田沼武能

司会：早坂元興（『アサヒカメラ』編集長）

お一人ずつの講演が終わったあと、共催の朝日新聞出
版で『アサヒカメラ』編集長を務める早坂元興氏を司会
進行役として、パネルディスカッションが行われた。
早坂　今年で5回目となるフ
ォトフォーラムは「人間を、
撮る」がテーマです。写真の
歴史を振り返っても人間は被
写体として常に写真の中心に
あり、また、これからもあり
続けると感じます。それでは
まず、人間を撮るときに相手
と接する心構えから伺いたい
と思います。
山口　フレンドリーに、精一杯の笑顔で、好感を持って
いるということを全身で表して、感謝の気持ちを持って、
謙虚に一枚のシャッターを切る、という気持ちが写真を
撮る側に必要と思います。相手の人生や運命をリスペク
トすることが必要で、女性を撮る場合は一瞬の恋をし、
男性を撮る場合はその人に憧れるという気持ちですね。
榎並　「リトルピープル」を含めて海外で取材するとき
は、言葉があまり通じないなかで、なぜあなたの写真を
撮りたいか、というの
を説明するのが大変で
した。緊張のあまりへ
らへらと笑いながら近
づいていって撮ること
もありましたが、具体
的にどの部分に魅力を
感じてるから撮りたい
ということをきちんと
伝えないと、表情が硬
くなりますし、嫌な顔
をされてしまいます。
早坂　土田先生は浅草
でも作品を撮っていま

パネルディスカッション

HOPEより「団体行動」  名古屋  1983 年
 　撮影：ハービー・山口

Little People より　「プールサイドにて」
Sun Francisco　　　 撮影：榎並悦子



　パネルディスカッションの後、会場では人間を撮るとき
にとかく問題になる肖像権や撮影マナーについて、来場者
の質問に答える時間が設けられました。参加者からは、個
人のブログ掲載でも許諾が必要か、タレント・著名人を撮
った場合の肖像権は、具体的な許諾の取り方は、等の質問
があり、JPSの著作権担当理事２名が回答しました。

がなかなか見出せないと思います。私の場合は、ラボに
フィルム現像を出したあとの待ち時間に図書館に行っ
て、普段は読まない本を手にしているうちにテーマを見
つけたこともあります。また、以前はひとつのテーマを
長期に撮って自分が納得するレベルに仕上がったら発
表するのが正しいと思っていましたが、仕事の締め切り
と同じで、半永久的に撮っているといつまでも区切りが
つかないなと考えるようになりました。
田沼　100%の完成度を目指してそれまでは発表しない
となったら、死ぬまで一枚も発表できないで終わっちゃ
います。それじゃつまらない。途中で発表することで、
批評されて、かっとなって、そんなことに負けるもんか
と思ってまた撮るんです。それと、やはりテーマに惚れ
なきゃダメですね。出かけるつもりが今日は曇りだ雨だ
と自分に言い訳をするようになると写真は撮れません。
土田　私の場合はテーマを長く続けるために同時に３
つか４つのテーマを並行して進めるようにしています。
ひとつだけをやっていると疲弊してしまいますので、違
うこと
をいろ
いろや
りつ
つ、途
中で人
に見せ
て自己
検証を
しなが
ら、テーマを絞っていくという感じですかね。
早坂　人物を撮るときはどういうポイントを見ている
のでしょうか?
田沼　子どもの場合は真剣に遊んでいるときの表情で
すね。子どもっていうのは適当に遊んでいると思った
ら大間違いで、集中しながら真剣に遊んでいるんです。
だから親が子どもにあれしろこれしろと言って撮った
写真は子どもが遊びにのっていないからダメなんです。
榎並　「都わすれ」を撮ったときは、若かったこともあ
って、いい写真を早く撮りたいという気持ちが先走っ
ていましたが、お年寄りと接する時間をたっぷりとと

れたおかげで、笑顔だ
けではなくて、後姿や
孤独に悩んでいる表情
のほうが相手の気持ち
が出ているのではない
かとだんだん思うよう
になりました。今振り
返ってみると、撮れな
かったシーンのほうが
自分の心のなかにはい
つまでも残っているん
です。ただ表現者とし
ては撮らなければいけ
ないという想いがあっ
て、常に葛藤ですね。
山口　福山雅治さんの写真集を二冊作ったときは、顔を
作らない素の彼が出るまで毎日一緒にいて、僕と彼との
関係性のなかで隙だらけの彼を撮りました。相手の素を
撮るといえば、マグナムの連中はライカで露出と距離を
合わせておいて、相手が身構える前にパッと撮ってしま
う、なんてことをしますね。
早坂　最近は人間を撮ることを巡っていろいろと議論
がありますが、記録性・表現性を含めて、人を撮ること
は非常に重要で根本的なテーマだと思います。
田沼　相手に何か言われるんじゃないかと腰が引けて
撮っていると相手の核心を撮ることはできない。後世に
時代を伝えるような写真は撮れない。50年後、100年
後に、昔の人たちがどんなことを考えてどんなことをし
ていていたかが分からなくなっちゃう。文章では読み取
れないたくさんの情報が写真には入っているんで記録
として大切なんです。
土田　田沼先生がおっしゃるように、写真は個人的表現
であると同時に社会的な文化資源なんですね。過去の作
品も文化資源としての価値を十分に持っていて、そうい
う意味では絵画とは違う側面を持っています。
早坂　本日は４名の取り組みが作品そのものにも色濃
く現れているということもわかり大変参考になりまし
た。これからもますますのご活躍とご健勝をお祈りいた
します。ありがとうございました。

「俗神」　　　　　　　　　　　　　　　 撮影：土田ヒロミ

「世界一幸せな花嫁さん」ブルガリア
撮影：田沼武能

スナップ写真のルールとマナー
（質疑応答）

進行・回答　──────────────
　山口勝廣（JPS常務理事著作権担当）
足立　寛（JPS常務理事教育推進担当）



足を止めて担当者から説明を受けていました。
　また、JPSもブースを設け、書籍『スナップ写真のル
ールとマナー』の販売や「写真保存センター設立」への
募金活動が行われ、多くの方から募金が寄せられ、書籍
はほぼ完売となりました。

（記／関行宏・小池良幸、撮影／倉持正実）

協賛８社による

最新機材・技術展

　会場入り口ロビーでは、協賛８社（エプソン販売（株）、
オリンパスイメージング（株）、キヤノンマーケティン
グジャパン（株）、（株）シグマ、（株）タムロン、（株）
ニコンイメージングジャパン、富士フイルム（株）、（株）
リコー）による最新機材・技術展が開かれ、各メーカー
が新製品や主力製品を展示し、多くの来場者がブースで

11：00～ 18：00　会場ロビーにて開催
協　賛：エプソン販売（株）、オリンパスイメージング（株）、キヤノンマーケティングジャ
パン（株）、（株）シグマ、（株）タムロン、（株）ニコンイメージングジャパン、富士フイル
ム（株）、（株）リコー（50音順）

富士フイルム（株）

（株）シグマ

公益社団法人 日本写真家協会のブース（株）リコー

（株）タムロン （株）ニコンイメージングジャパン

エプソン販売（株） オリンパスイメージング（株） キヤノンマーケティングジャパン（株）


